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「第４回

球磨川流域治水協議会」
の開催について

・球磨川流域治水協議会の第４回協議会を以下のとおり開催しますので、
お知らせいたします。
開 催 日 ；

令 和 ３年 ３月 ２４日 （水曜日）

開催時間 ；

１４：００～１６：００ （２時間）

開催形式 ；

WEB 形式

※各委員は、WEB での参加となります。
※事務局（国土交通省九州地方整備局・熊本県）は、福岡と熊本に分かれて対応します。

議事内容 ；

傍

聴

・球磨川流域治水プロジェクトについて
・その他

； 報道機関の傍聴、一般の方の傍聴については別紙のとおり

※報道機関傍聴の会場につきましては、「熊本県庁５階知事応接室」となっております。
※一般傍聴の会場につきましては、第３回学識経験者等の意見を聴く場の「松屋別館 ２階芍薬
(ｼｬｸﾔｸ)の間」から、 「ホテル熊本テルサ ２階ひばり」に変更しておりますのでご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能なかぎり WEB 会議システムでの傍聴 に
ご協力をお願いいたします。

問い合わせ先
国土交通省 九州地方整備局
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建設専門官
後田 浩二
代表：092-471-6331
直通：092-476-3523（内線 3611,3619）
球磨川流域復興局
政策監

福原

彰宏

審議員
有働 人志
代表：096-383-1111
直通：096-333-2607（内線 3630,3634）

① 【報道機関】 ：会場での傍聴・取材をご希望の方
会議は公開で行いますが、新型コロナウイルス感染症対策として、①会場での傍聴・取材、②WEB
会議システム傍聴 にて行わせていただきます。
①報道機関の皆様で、会場での傍聴・取材を希望される方は、下記専用フォームより事前登録を
お願いします。

【特記事項（新型コロナウイルス感染症対策）について】
※会議中の入場は、各社１名（会議冒頭カメラ撮りの撮影者は除く）とさせていただきます。
会議後の取材をご希望の方は、会議終了後に入場をお願いします。
※以下の方は 会議への参加を控えていただきますようお願いします。
・過去２週間以内に、発熱や咳、のどの痛み、くしゃみ、鼻水など風邪の症状がある方
・過去２週間以内に、ご家庭や職場など身近に新型コロナウイルス感染症の感染者もしくは感染
の可能性のある方がいらっしゃる方
・当日、体調がすぐれない方
※会議室への入場の際は、マスクの着用、検温、手指消毒（退場時も含む）及びソーシャルディス
タンスの確保にご協力をお願いします。
・検温の結果、37.5 度以上の方は、入場をお断りします。
※参加者で感染者が確認された場合は、保健所の聞き取りが行われますのでご協力をお願いします。
※保健所が濃厚接触者と判断した場合は、接触してから２週間を目安に自宅待機の要請が行われる
可能性があります。
1. 係員の指示に従って入場してください。取材に際しては、腕章等の着用をお願いします。
・ 受付時間：令和３年３月２４日（水） １３：１０～１３：４０
・ 受付場所：熊本県庁

５階 知事応接室

・ 会議中のカメラ撮影は、前撮りのみ当日指定する範囲内で行ってください。
2. 会場の都合により、会場内で電源をとることはできません。パソコン等を使用される場合は、
バッテリー等をご持参願います。
3. 休憩時間を含め会議中、会議出席者へ直接取材することはご遠慮ください。
4. その他、取材にあたっては、係員の指示に従ってください。

■傍聴の手続き
会場での傍聴・取材を希望される報道機関の方は、下記より事前登録をお願いいたします。
・申込受付期間

：令和３年３月１９日８：３０～令和３年３月２３日１２：００（正午）

・定

：各社１名（会議冒頭カメラ撮りの撮影者は除く）

・申

員
込

先

： https://kumagawa-booking.net/

②【報道機関】 ：WEB 傍聴をご希望の方
会議は公開で行いますが、新型コロナウイルス感染症対策として、①会場での傍聴・取材、②WEB
会議システム傍聴 にて行わせていただきます。
②報道機関の皆様で、WEB 会議システム傍聴を希望される方は、下記専用フォームより事前登録
をお願いします。

【特記事項】
新型コロナウイルス感染症対策として、WEB 会議システム（Zoom）を活用いたします。
※傍聴にあたっては、最新版の Zoom アプリ（スマートフォン or パソコン）の事前ダウンロード
を推奨いたします。
※ご登録いただいた氏名、もしくは折り返しご連絡させていただく受付番号以外の名前で
WEB 会議に参加された場合、WEB 会議への参加の許可が行えません。あらかじめご了承下さ
い。後日送付の傍聴マニュアルに沿って 必ず 名前の設定をお願いいたします。

〇

インターネット回線の状況やその他パソコンの環境により、映像の乱れや音声が乱れる、ま
たは一時的な停止など正常に視聴できない場合があります。あらかじめご了承下さい。

〇

発行された本協議会の ID 等は申し込まれた方限り有効とし、他者への譲渡・公開等は禁止い
たします。

〇

本協議会の配信内容（映像・音声等）の録画、転載、複写を禁止いたします。

〇

通信設備の都合により、傍聴人数の制限（５０名程度）を行わせていただきます。

〇

本協議会の資料については、会議開催約 1 時間前に国土交通省八代河川国道事務所のホーム
ページにアップしますので、ダウンロードいただきますようお願いします。

■傍聴の手続き
WEB 会議システム傍聴を希望される報道機関の方は、下記より事前登録をお願いいたします。
３月２３日に、折り返し傍聴用の ID 等及び傍聴マニュアルをメール送付いたします。
・申込受付期間

：令和３年３月１９日８：３０～令和３年３月２３日１２：００（正午）

・定

：５０名程度（希望者が定員を超えた場合は先着順）

・申

員
込

先

： https://kumagawa-booking.net/

※今回入手した個人情報は、「傍聴用 ID 等の送付・管理」のみに使用し、他の用途には使用しません。

③【一般】 ：別会場に設置のスクリーンにて傍聴をご希望の方
一般の方の傍聴は可能です。新型コロナウイルス感染症対策として、③別会場に設置のスクリー
ンにて傍聴、④個人による WEB 会議システム傍聴 にて行わせていただきますが、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、可能なかぎり④WEB 会議システム傍聴 のご利用をお願いいたします。
なお、③別会場に設置のスクリーンにて傍聴と④個人による WEB 会議システム傍聴の重複申込み
はご遠慮下さい。
【特記事項（新型コロナウイルス感染症対策）について】
※以下の方は、別会場への入場を控えていただきますようお願いします。
・過去２週間以内に、発熱や咳、のどの痛み、くしゃみ、鼻水など風邪の症状がある方
・過去２週間以内に、ご家庭や職場など身近に新型コロナウイルス感染症の感染者もしくは感
染の可能性のある方がいらっしゃる方
・当日、体調がすぐれない方
※別会場への入場の際は、マスクの着用、検温、手指消毒（退場時も含む）及びソーシャルディス
タンスの確保にご協力をお願いします。
・検温の結果、37.5 度以上の方は、入場をお断りします。
※参加者で感染者が確認された場合は、保健所の聞き取りが行われますのでご協力をお願いします。
※保健所が濃厚接触者と判断した場合は、接触してから２週間を目安に自宅待機の要請が行われる
可能性があります。
○

本協議会の配信内容（映像・音声等）の録画、転載、複写、写真撮影を禁止いたします。

○

インターネット回線の状況やその他パソコンの環境等により、映像の乱れや音声が乱れる、
または一時的な停止など正常に視聴できない場合があります。あらかじめご了承下さい。

○

別会場等では、着席のうえ、静粛に傍聴してください。発言、プラカード、拍手その他の方法
により、自らの意見等を表明することはできません。

○

別会場等での飲食はご遠慮ください。

○

その他別会場等の秩序を乱したりする行為は禁止します。

○

当日は、係員の指示に従ってください。
別 会 場：ホテル熊本テルサ２階ひばり＜熊本市中央区水前寺公園 28-51＞
受付時間：令和３年３月２４日（水）１２：４５～１３：４０
定

員：３６名（希望者が定員を超えた場合は抽選※◆）
※受付時に、抽選券（１番～５０番）を引いていただきます。抽選の結果、１番～
３６番の方は、傍聴できます。３７番～５０番を引かれた方は、会場に空きがあ
る場合のみ、若番から順に傍聴できるものとします。
◆抽選券(５０枚)がなくなり、抽選券を引けなかった方は入場できません。

その他

：④個人による WEB 会議システム傍聴の対象者は、原則として、③別会場に設置の
スクリーンにて傍聴はできませんので、ご注意ください。但し、やむを得ない理
由があり、会場に空きがある場合のみ、傍聴できるものとします。

○

以上のことをお守りいただけない場合は、別会場からの退場をお願いします。

④【一般】 ：個人による WEB 傍聴をご希望の方
一般の方の傍聴は可能ですが、新型コロナウイルス感染症対策として、③別会場に設置のスクリ
ーンにて傍聴、④個人による WEB 会議システム傍聴 にて行わせていただきます。
なお、③別会場に設置のスクリーンにて傍聴と④個人による WEB 会議システム傍聴の重複申込み
はご遠慮下さい。④一般の方で、個人による WEB 会議システム傍聴を希望される方は、下記専用フ
ォームより事前登録をお願いします。

【特記事項】
新型コロナウイルス感染症対策として、WEB 会議システム（Zoom）を活用いたします。
※傍聴にあたっては、最新版の Zoom アプリ（スマートフォン or パソコン）の事前ダウンロード
を推奨いたします。
※ご登録いただいた氏名、もしくは折り返しご連絡させていただく受付番号以外の名前で
WEB 会議に参加された場合、WEB 会議への参加の許可が行えません。あらかじめご了承下さ
い。後日送付の傍聴マニュアルに沿って 必ず 名前の設定をお願いいたします。

〇

インターネット回線の状況やその他パソコンの環境により、映像の乱れや音声が乱れる、ま
たは一時的な停止など正常に視聴できない場合があります。あらかじめご了承下さい。

〇

発行された本協議会の ID 等は申し込まれた方限り有効とし、他者への譲渡・公開等は禁止い
たします。

〇

本協議会の配信内容（映像・音声等）の録画、転載、複写を禁止いたします。

〇

通信設備の都合により、傍聴人数の制限（２００名程度）を行わせていただきます。

〇

本協議会の資料については、会議開催約 1 時間前に国土交通省八代河川国道事務所のホーム
ページにアップしますので、ダウンロードいただきますようお願いします。

■傍聴の手続き
個人による WEB 傍聴を希望される方は、下記より事前登録をお願いいたします。
３月２３日に、折り返し傍聴用の ID 等及び傍聴マニュアルをメール送付いたします。
・申込受付期間

：令和３年３月１９日８：３０～令和３年３月２３日１２：００（正午）

・定

：２００名程度（希望者が定員を超えた場合は先着順）

・申

員
込

先

： https://kumagawa-booking.net/

※今回入手した個人情報は、
「傍聴用 ID 等の送付・管理」のみに使用し、他の用途には使用しません。

【会場位置図】
■報道機関傍聴会場
熊本県庁

５階

知事応接室

＜熊本県熊本市中央区水前寺 6 丁目 18 番 1 号＞

■一般傍聴別会場
ホテル熊本テルサ２階ひばり＜熊本市中央区水前寺公園 28-51＞

※駐車場台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

熊本駅

